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○司会

ただいまから，１８回とくしま川づくり委員会を開催いたします。

本日，司会，会議の進行を務めさせていただきます河川課主幹の○○でござい

ます。よろしくお願いいたします。

それでは，まず最初に，○○河川課長よりごあいさつを申し上げます。

○河川課長

河川課長の○○でございます。本日はお忙しいところご出席賜りましてまこと

にありがとうございます。

きょうは前回ご審議いただきました宍喰川水系の河川整備基本方針の修正案と，

また新たに立江川水系の河川整備基本方針（案）をご説明させていただきます。

これからもよりよい徳島の川づくりのために頑張りますので，十分なご審議を賜

りますようお願い申し上げまして，簡単ではございますがあいさつとさせていた

だきます。本日はよろしくお願いします。

○司会

本日，○○委員は所用のため欠席となっておりますが，９名の委員の方々にご

出席いただいております。

それでは，議事に入ってまいりたいと思いますが，その前に，配付資料につい

て確認させていただきます。本日の会議資料といたしましては，事前に７種類の

資料をお送りいたしております。前回の第 17 回のとくしま川づくり委員会意見一

覧・基本方針修正（案 ，それから２番目に，宍喰川水系河川整備基本方針（案））

の修正版，また，同じく流域概要編の修正版，前回 17 回とくしま川づくり委員会

の議事録概要，以上前回の分に関係するのが４つと，立江川水系の河川整備基本

方針（案）及びそれの治水計画編と流域概要編ということで，立江川水系につい

ては３部，以上の７つでございます。それから，本日配付させていただいており

ますのが配席図と説明資料２部でございます。以上，そろっておりますでしょう

か，ご確認いただきたいと思います。

なお，前回の第 17 回とくしま川づくり委員会の議事録概要でございますが，ご

意見，ご指摘等がなければ，県のホームページに掲載して公開いたしたいと考え

ております。よろしいでしょうか。ご意見，ございましたら。

第 18 回とくしま川づくり委員会
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， ，ご意見もご指摘もないようでございますので ご承認いただいたということで

以後の事務手続を進めさせていただきます。

ここからは委員長に進行をお願いいたしたいと思います。委員長，よろしくお

願いいたします。

○委員長

はい。委員の皆さん方，ご出席ありがとうございます。この後，本日の議事２つ，宍

喰川の件と立江川の件でございますが，最初の宍喰川のことにつきましては２回目でご

ざいますので，１回目での指摘，あるいはその後での指摘に対して，事務局のほうで修

正した案について，三，四十分程度で説明とご審議をいただき，その後，立江川，これ

は今回が初めてテーブルの上に乗るわけなんですけど，これにつきまして約１時間ちょ

っとぐらいということで進めてまいりたいと思いますので，ご協力をよろしくお願いし

ます。

それじゃ，第１の議題の二級河川宍喰川水系河川整備基本方針（案）の修正案につい

て，事務局のほうからご説明をお願いします。

○事務局

河川課の係長をしております○○です。よろしくお願いします。

それでは，まず，資料１なんですけども，前回いただいたご意見，それと今回，

基本方針の修正案への反映状況を整理したものです。左側に意見，右側にその反映

状況として，基本方針の修正案に反映したものについてはその部分を，反映できな

かった分についてはその理由などを書いております。主な修正点については，資料

２のほうの流れで説明をさせていただきたいと思いますので，よろしくお願いしま

す。

まず，２ページをお開きください。

２ページの「エ 治水事業の沿革」というところを「治水事業等の沿革」に修正

いたしまして，下のほうに，平成 10 年５月豪雨の被害状況，また，津波による被

害の状況を追記いたしました。

次に，４ページをお開きください。

「 ２）河川の総合的な保全と利用に関する基本方針」の中で，宍喰川の基本方（

針のテーマについて，地域の特性を踏まえたキャッチコピーとすべきではないかな
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どの意見をいただきました。宍喰川は，地域の方々にプールですとか釣り場ですと

か生活用水として利用されていること，それから，海陽町の町民憲章の中に 「人，

と自然が共生する美しい町をつくりましょう」というようなこともあることから，

海陽町の役場の方とも相談して，前回の「きれいな水と豊かな自然環境を保ち続け

る川」から 「人と自然が共生するきれいな水と豊かな自然環境の川」に修正した，

いと考えております。

次に 「ア 洪水・高潮等による災害の発生の防止または軽減に関する事項」に，

つきましては，治水安全度の概ね 30 年に１回程度はどの程度の洪水を対象として

いるのかですとか，内水対策についても記述が必要ではないか，また，津波対策を

１つの柱としてきちんと盛り込むべきではないのかなどの意見をいただいておりま

す。

そこで，アの洪水・高潮等による災害の発生の防止または軽減に関する事項の項

目を 「１）洪水・高潮による災害の発生の防止または軽減 ，それと 「２）地震， 」 ，

・津波による災害の発生の防止または軽減」の２つに分けました。まず，洪水・高

潮による災害の発生の防止または軽減につきましては，概ね 30 年に１回程度発生

する規模の豪雨による洪水として 「平成 10 年５月の豪雨と同規模」というのを記，

載しました。それから，内水被害につきましては，内水被害が懸念される地域につ

いては，関係機関と連携を図り，必要に応じて被害の軽減対策を行うものとすると

いうふうにさせていただきました。

次に 「２ 地震・津波による災害の発生の防止または軽減」につきましては，，

県の目標であります南海地震に伴う揺れや津波に対し，死者ゼロを目指すというこ

とがありますので，それを明記し，そのため，総合的な被害軽減対策として，ハー

ド・ソフトの両面から推進するということを記載しました。

次に，５ページになります。

５ページの「ウ 環境の整備と保全に関する事項 。ここでは，環境についての」

記述があいまいである，それから，もう少し個性を意識した記述をですとか，配慮

というのは都合がよい言葉であって，もう少し工夫すべきでないかなどの意見をい

ただきました。

そこで，宍喰川では堰等により上下流の連続性が分断されているということもあ

りますので 「水域の連続性を確保し，回遊性魚介類が遡上・降下できるような河，

川環境の保全に努める」というふうに修正しました。ただ，先日，○○委員にその
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表現についてちょっと確認させていただいたところ，回遊性魚介類というのは，回

遊性魚類・甲殻類などと表現したほうがいいんじゃないかというお話をいただきま

したので，そういうふうに修正したいと考えております。

次に 「エ 地域の個性と創造と地域発展に関する事項 ，また「オ 河川の維， 」

持管理に関する事項」の項目に対しては，住民参加が埋没しているので，新たに項

目を設けてまとめてはどうかですとか，内容はこれまでと同じなので，河川の特性

とか個性を盛り込んだほうがいいんじゃないかというような意見をいただいており

。 ，ます 住民参加について新たに項目立てをしても重なるところが多くなりますので

それぞれの項目の中で地域の個性，住民参加を支援するというような表現にしたい

と考えております。

そこで 「エ 地域の個性の創造と地域発展に関する事項」につきましては，宍，

喰川は釣り場ですとかプールですとか利用されておりますので，そういった現在の

利用状況を頭に書き込みまして，地域の河川愛護活動や防災活動などへの取り組み

を支援するというふうにしました。

それから 「オ 河川の維持管理に関する事項」につきましては，最後のところ，

に 「ＯＵＲリバーアドプトなどの施策により地元の河川の清掃活動などを支援す，

る」ということを追記いたしました。

それと済みません 「ウ 河川環境の整備と保全に関する事項」のところで，委，

員長から，３行目のところ 「良好な河川環境の保全に努める」と書いてあるんで，

すけども，保全だけかと，整備はしないのかというようなお話もいただきましたの

で 「河川環境の整備と保全に努める」というふうに修正したいと思います。，

以上が方針の主な修正箇所になります。

それから，資料３の，別冊となります「流域概要編」につきましては，先ほどの

基本方針の修正案のところで，地震・津波対策を１つの柱としましたので，32 ペ

ージの「４ 水害と治水事業の沿革」のところに，４の１，既往洪水等の概要とし

まして，過去の地震・津波の被害を記載いたしました。

以上，簡単ですけども，宍喰川水系の河川整備基本方針の修正箇所について説明

させていただきました。よろしくお願いします。

○委員長

６ページのとこは。６，７か。
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○事務局

６ページ，７ページ。

「 」 ，「（ ）資料２の６ページの ２ 河川の整備の基本となるべき事項 につきましては １

基本高水並びにその河道及び洪水調節施設への配分に関する事項」のところにつきまし

ては，先ほど４ページのアのところで，おおよそ 30 年に１回程度発生する洪水を平成 1

0 年５月豪雨と同規模というふうにしましたので ６ページの１行目につきましても 基， ，「

本高水は平成 10 年５月豪雨と同規模のおおよそ 30 年に１回程度発生する規模の降雨に

よる洪水」というふうに説明を加えました。

以上です。

○委員長

ありがとうございました。

前回のお出しいただいたご意見，あるいは後日の事前説明なんかで指摘された

点について，赤の印が入っている，赤字で書かれているような箇所の修正が行わ

れてきたわけですけども，どうぞご意見，あるいはご提言，ご指摘，どなたから

でも結構でございますのでお出しください。

ございませんでしょうか。特にないようでございますので，それでは，今日お

示しいただいた，説明いただいたものをこの本委員会としての最終案というんで

すか，最終の案というふうにさせていただきたいと思います。

非常に早く片づいてうれしい限りですが，それじゃ，本日の第２議題のほう，

立江川の基本方針につきまして，これは本日が第１回目の発案でございます。事

務局のほうから通しての説明をお願いします。

○事務局

，「 （ ）」 。それでは 立江川水系河川整備基本方針 案 の説明をさせていただきます

基本方針（案）は，資料５，それから治水計画基本編を資料６，流域概要編を

資料７としてお配りさせていただいておりますけども，基本方針（案）の内容，

流域及び河川の概要，その河川の総合的な保全と利用に関する基本方針などにつ

いて，前のパワーポイントのほうでまとめておりますので，スクリーンのほうを

ごらんください。

まず，立江川は，その源を徳島県小松島市櫛淵町の山地部に発し，田畑が広が
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る小松島市立江町の平地部を西から東へ流れ，石見川，それから田野川などの支

川を合わせ，小松島市金磯町で小松島湾に注ぐ，流域面積約 24.4 平方キロメート

ル，幹線流路長約 3.5 キロメートルの二級河川になります。

。 ，この流域は恩山寺ですとか立江寺の門前町として発展してきております また

国道 55 号バイパスの整備に合わせまして周辺道路網の整備も進み，道路沿いを中

心として人口・資産の集中が進んでおります。また，最近は四国横断自動車道の

新直轄区間の整備が当流域内で進められております。

地形の状況は，立江川水系と真ん中で，中央部で，山地で分断されておりまし

て，一方は立江川を幹線とした那賀川左岸下流部に隣接する流域，それともう一

方，左支川の田野川を幹線とした，こちらは勝浦川の右岸側の下流に位置する２

。 ， ，つの流域に２分されています いずれも海岸平野 デルタを形成しておりまして

平地部の河床の勾配は非常に緩やかとなっております。さらに，その平地部につ

きましては圃場整備が行われて，良好な水田地帯が広がっております。

地質は秩父累帯に属しておりまして，下流部のほうは那賀川ですとか勝浦川の

堆積による沖積平野となっております。

流域の気候としましては，瀬戸内気候と太平洋気候の中間に位置しておりまし

て，流域の年平均気温は約 16 ℃となっております。県内でも年間を通じて比較的

高い地域に位置しております。また降水量は，年間平均降水量 1,500 ミリから 2,

000 ミリ程度となっております。台風ですとか梅雨時期の５月から 10 月に雨が多

くなっております。

それから自然環境としましては，流域の植生状況は，平地部は先ほども申しま

したように，圃場整備がされた水田が広がっておりまして，水田の雑草群落が広

がっています。それから山地部につきましては，アカマツですとか竹林，また，

ヤマモモとかミカンの果樹園が見られます。

それから，立江川の上流域というのは，奥條下池・中池・上池と呼ばれる３つ

の池がありまして，そこから，写真では工事中になっておりますけども，道路，

それから圃場整備された水路を流れまして，立江川に流れ込んでいます。

この池にはいずれもオオクチバスが放流されておりまして，在来魚としてはト

ウヨシノボリ縞鰭型が生息しております。それから，バンとかオシドリというの

が飛来してきております。

それから，中流部につきましては，これは立江川の上流端から中流にある白鷺
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橋のあたりの写真でございます。この河床は，砂泥底となっておりまして，その

砂泥底の河床にはオオカナダモが繁殖したり，ドジョウが生息しております。ま

た，遊泳魚としましてはメダカですとかタイリクバナタナゴなどが生息しており

ます。

それから，立江川の下流部につきましては，下流に水門がありまして，石見川

合流点のところは池のような形状をしております。ここにはメダカ，それからコ

， ， 。ウライニゴイ ギンブナなどのほかに ボラとかマハゼなども生息しております

それから，河道内にヨシ群落が形成されておりまして，ミゾレヌマエビとかも生

息しております。また，ゴイサギですとかカルガモなどの水鳥の隠れ家ともなっ

ております。

， ， ， ，それから 田野川につきましては これは中流部の写真で この右下というか

この方向に水門があるんですけども，これからこのあたりに，国道 55 号の源氏橋

付近までは潮の影響を受けております。河道は直線的に整備されており，水深は

比較的深いとなっております。余り流れのないよどみの環境でありまして，やは

り河床には砂泥が堆積しております。ギンブナ，それからコイ，ボラ，スズキな

どが生息しています。

それから水質につきましては，環境基準点というのは指定されていないんです

けども，補助測定点が立江川の水門に設けられております。平成 18 年度の水質調

査の結果によりますと，ＢＯＤが 4.8ml/gとなっておりまして，河川のＣ型類型

程度を満足しているという状況です。

それから，過去の災害についてですけども，立江川，田野川の流域はたびたび

浸水被害を受けておりまして，特に平成 16 年 10 月の台風 23 号におきましては，

床上が 213 棟，床下が 497 棟ということで，710 棟の家屋浸水という大きな被害

を受けております。その浸水エリアというのは，立江川のほうはこういったとこ

ろ，それから田野川は圃場整備が，田んぼのほうが中心ですけども，こういった

ところが浸水しております。

これまで治水事業は，昭和 52 年に田野川で中小河川改修事業として，田野川，

天王谷川，恩山谷谷川の河川改修に着手しておりまして，圃場整備とあわせて河

道整備を進めております。現在は，上流の恩山寺谷川の整備をしているところで

す。また昭和 57 年には高潮対策事業に着手しまして，田野川では９トンのポンプ

場を整備しております。それから，昭和 63 年からは立江川でも小規模河川改修で
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河川改修に着手しておりまして，現在は平成橋と白鷺橋の間の整備を進めている

ところです。また，平成元年度からは，高潮対策事業を行いまして，立江川にお

いても水門と 20 トンのポンプを整備しております。

それから，現在の水利用の状況ですけども，立江川水系では農業用水として２

。 。件の慣行水利権が設定されております 上水ですとか工業用水の利用はあります

また，地域の漁業共同組合が子供たちと一緒に稚魚の放流を行ったり，魚類の調

査を行うなど，河川の愛護活動を行っているところです。

それから，空間利用といたしましては，立江川は平成３年度にふるさとの川整

備事業に指定されまして，小松島市とともに「豊かな自然と歴史にふれ，市民が

憩い・やすらぐ川づくり」をテーマに，緩傾斜護岸ですとか歩道などの水辺空間

の整備をしてきております。現在，立江川沿いで地域の方の散歩ですとかジョギ

ング等に利用されております。写真は立江川の写真になって，関係者で整備がで

きているといった状況です。

， ， ， ，それから 土地利用としましては 立江川の流域 山林原野というのは約 39 ％

それから，農耕地が 55 ％，そのほとんどが水田となっております。それから宅地

が大体６％程度。また流域の大部分を占める小松島市の人口や産業別就業数は，

人口は小松島市はほぼ横ばいですし，産業別就労人口につきましては，第１次産

業が 10 ％程度，第２次産業が 25 ％，第３次産業が 65 ％となっております。しか

し，立江川の流域内では大きな工場というのは余りなく，山地部のほうでヤマモ

モ，ミカン，タケノコなどが多く見られておりますし，平地部では稲作が非常に

盛んに行われているという状況です。

それから，歴史文化につきましては，四国霊場の 18 番札所であります恩山寺，

それから 19 番の立江寺があります。また，下流の勢合，このあたりですけども，

では，銅鐸が出土したり，山麓のほうでは古墳の遺跡が発見されるなど，古代か

ら多くの人が居住していた地域と思われます。また，源平合戦のときに源義経が

この勢合のあたりに上陸して軍勢を整えた地とも知られておりまして，旗山とい

うのには義経の騎馬像が建てられていたり，その勢合から勝浦川のほうに向かっ

て，義経ドリームロードいうふうに 10 キロほどの道が設定されていたりします。

また，文化財としても立江寺とか恩山寺にゆかりのあるものが多く残されており

ますし，伝統行事としては，天王社稚児三番叟ですとか祇園囃子などが残されて

おります。
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徳島県の川づくりの基本理念と立江川の目標としましては，県の川づくりの基

本理念である安全で安心できる社会の実現，それから，自然環境の保全と創造，

個性をはぐくみ，活力ある地域社会の形成というのを踏まえまして，立江川の整

備目標は，先ほどのふるさとの川整備事業の基本テーマを踏まえて 「自然と歴，

史にふれ，地域住民に憩いとやすらぎを与えるふるさとの川」を目標にしたいと

考えております。

それで，河川の総合的な保全と利用に関する基本方針として，まず 「洪水・，

高潮等による災害の発生の防止または軽減に関する事項」につきましては，平成

16 年 10 月の台風 23 号と同規模の，概ね 30 年に１回程度発生する規模の降雨に

よる洪水を安全に流下させてまいりたいと考えております。それから，第二室戸

級の高潮に対して被害を軽減するよう水門，それから排水機場の整備を行ってま

いります。内水被害については，関係機関と連携を図り，必要に応じて対策を行

ってまいりたいと考えております。また，計画規模を上回る洪水，また高潮，ま

た整備途上の河川の管理施設の能力以上の洪水などに対しては，関係機関また地

域住民と連携を図り，ソフト対策により被害の軽減を図ってまいりたいと考えて

おります。

次に 「河川の適正な利用及び流水の正常な機能の維持に関する事項」につき，

ましては，動植物の生息・成育環境，水質保全等の水環境を良好に維持するため

に，周辺水路網との調整など，関係機関と連携を図って河川の必要な流量の設定

に努めてまいります。

「河川の環境の整備と保全に関する事項」につきましては，まず，ふるさとの

川整備河川，そして，地域住民の憩いの場となるように河川空間の整備を行って

まいります。また，流域全体で水循環系の構築ですとか水質，多様な動植物の生

息・成育などの河川環境の創造と保全に努めるとしたいと思います。

それから 「地域の個性の創造と地域の発展に関する事項」につきましては，，

地域住民の日常の散歩ですとか釣り，また，自然学習などに利用されていること

を踏まえ，住民に身近で親しみのある川づくりを目指したいと思います。また，

， ，子供たちの環境学習ですとか河川愛護活動など 河川にかかわる取り組みを促進

また支援してまいりたいと思っております。

それから，河川の維持管理に関する事項につきましては，河川が有する治水・

利水・環境といった多面的機能を十分発揮できるように適切に管理を行ってまい
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ります。また，住民参加による活動が積極的に行われるよう取り組んでまいりた

いと考えております。

次に 「主要な地点における計画高水流量に関する事項」としましては，先程，

も申しました平成 16 年 10 月の台風 23 号と同規模の，概ね 30 年に１回程度発生

する規模の洪水を安全に流下させることを目標としまして，基準地点の赤石で毎

秒 170 立方メートル，主要な地点の勢合におきましては毎秒 100 立方メートルの

流量を安全に流すようにしたいと考えております。

また 「主要な地点における計画高水位及び計画横断形に係る川幅に関する事，

項」につきましては，基準地点の赤石，立江川になりますけども，赤石につきま

しては，計画高水位をＴ.Ｐ.の 1.15m，河道幅を 42m，また，主要な地点の田野川

， ， 。の勢合につきましては 計画高水位をＴ.Ｐ.の 1.19m 河道幅 83mとしております

河川工事の実施においては，河道は必要に応じて拡幅をするとともに，横断形は

現状を踏まえた形状として，幹線環境の保全に配慮をして行ってまいります。そ

れから，高潮被害に対する計画高潮位としましては，Ｔ.Ｐ.の 2.77 としておりま

す。

次に 「主要な地点における流水の正常な機能を維持するため必要な流量に関，

する事項」につきましては，流水の正常な機能を維持するための必要な流量につ

きましては 「流況，また取水実態，水質等について調査，検討を行い，今後設，

定に努める」というふうに記載しております。

以上，簡単ですけども，基本方針（案）の説明を終わります。

審議内容

○委員長

ありがとうございました。

それでは，ただいまの案につきましてちょっと分けて議論といいますか，意見

聴取をしたほうがいいんじゃないかと思うんですが。まず，目次で言うところの

河川の総合的な保全と利用に関する基本方針，１ページから８ページですか。こ

こまで来たんですね。



11

第 18 回とくしま川づくり委員会

○事務局

今ので一通り全部，基本方針は最後まで一応。

○委員長

じゃ，通してご意見，何か足りないところがあるんじゃないかとか，誤解があ

るのではないか。特に流域の個性，あるいは状況の把握についてこれがいいだろ

うか，その辺のとこのご意見，どなたからでもお願いいたします。

○委員

質問というかコメント。

スライドの資料でしか見てないんですけど，１つは，植生図は結構古いですよね。ア

カマツ林とかは今ほとんどないと思います。資料としては，多分あの辺であればひょっ

ととしたら環境省が新しい植生図をつくっているので，生物海洋センターのホームペー

ジにアクセスしたら新しい植生図が見れるかもしれない。本質的な問題じゃないですけ

ど。

済みません，ちょっとついでにもう一点だけ。

「歴史とか川とふれあいに重視した親水性の川づくり」の中で，子供たちがコ

イの放流をしているというのは望ましいことなんですか。コイ，何を放流すべき

かというのは，これは川づくりの中で生物を扱う側としてはちょっと気になった

感じがしましたけど。コイでええんかなと。○○さん，どうでしょう。

○委員

まあ難しい問題ですけど。ここ，規模の小さい河川なんですけど，聞くところ

によると漁協があって，要するに，資源保護事業の一環として水産有用種の放流

をしているんだと思うんですよね。

○委員

水産有用種，コイって。

○委員

ええ。漁協として認められるには，資源の保護に努めないといけないんですけ
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ど，日本全国，大抵どこの漁協でも放流で済ませていて，実際に河川の環境を整

備して資源の量を良好にふやそうということはほとんどやってないですね。だか

ら，そういう意味では問題があるんだけれども，現状ではどこでも慣習的にやら

れてしまっているので，ちょっと一概に悪いとも言えないし。

○委員

そう，どこでもコイやな，確かにな。

○委員

下流域ではコイとかまあウナギの場合もあるし。

○委員

沖縄でもコイや。

○委員

中流域的な環境のあるところではアユ，上流的な環境があれば，西日本だった

らアマゴとか。そういうような，そう一律な傾向が徳島に限らずどこでもあるわ

け。希少魚を増殖して放流しているわけでないので，望ましくないとはちょっと

一概には言えない。

○委員

望ましくないとは言えないけれど，コイかと思っただけです。

○委員

ただ，現状ではコイを放流したとしても，それを積極的に漁獲して利用するとい

う実態はほとんどないわけですね。実質的にはその放流に余り意味がないとは思う

んですけども。漁協としては，やっぱりちゃんと資源保護に努めているということ

をアピールしたいためだけにやっているんだと思いますけど。

○委員

漁協の味方で子供たちがやっているんですか。
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○事務局

今ですと垂れ幕みたいなので，河川浄化みたいな，多分関連だと思うんですけど

も 「コイが泣いています」というのを，川をきれいにしましょうみたいな垂れ幕，

を川沿いに幾つか，看板ですけど設置して取り組んでいただいているという状況。

○委員

あとコイについては，必ずしも環境の浄化に役立つということにはならない可

能性があるんですよね。ふえ過ぎると逆に底質の攪乱が激し過ぎちゃって，ほか

の生物にとっては大きなマイナスになる可能性もある。ここでどれぐらいの資源

量があるかわからないので，それもちょっと一概には言えないんですけど。

○委員

この水質は悪いですか。さっきの資料ではＢＯＤ。

○事務局

５弱ぐらいです。

○委員

Ｃ類型。

○事務局

はい，Ｃ類型の。

○委員

基準値以内やけども，基準値が。

○事務局

基準は補助測定点なので，環境基準としての値は設けられてない。これを守りな

さいというものはない。
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○委員

ＢＯＤ５というのはどのぐらいなんですか。

○委員

５というのは余りきれいではないけれども特にひどくないという。10 を超えて

いたらかなり問題だけど。

○委員

すごい中途半端な川や。

○事務局

例えば一般的にＡＡというのがありまして，ご承知だと思うんですけど，これ

だったら１以下なんです。Ａだったら２以下と，Ｂだったら３やと。５以下とい

うのがいわゆる立江川見合いの川でＣランクで，新町川なんかでも昔は悪かった

ですけど，はっきり言って助任川の下流とか，みんな類型，流域指定していまし

たよ。これは何ぼだった，Ｂだったかな。

○事務局

新町川はＢ。

○委員

ちなみに打樋川は。

○事務局

打樋川は，公共のときの，本来水質については大体環境基準ということで，昔

の公害水質対策等々で環境部局がやるという状況ではあるんですけど。恐らく例

えば５や何かを超えたり，10 は行ってない川といいますか，５から 10 の間ぐら

いに当たると思う。これ，ちょっとデータを持っていませんけど。近年ちょっと

どちらも悪くなって。そこで，打樋川なんかも地域の方からちょっとそういうふ

うな話やないかと。
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○委員

打樋川に関しては，打樋川とかではあまりに汚いから，ぜひ改善につなげていこ

， ，という活動をやろうとしていて 水質一斉調査とかを今やり始めているんですけど

そういう住民とのインタフェースというか，住民への仕掛けとして河川管理者がで

きることがあるのかなとちょっと思って。どれだけ汚いと認識しているのかという

ことと，特にこの立江川に関してはハード整備というよりはむしろソフト対策で進

めていきたいという意向のようなので，どんなソフトとしての住民，あるいは子供

とのかかわり合いと，県としての見通しができるのかなという思いが少しあってお

聞きしました。

○事務局

立江川水系は，公共下水道は田野川の勢合のあたりが公共下水道で整備すると

ころというふうに汚水処理計画で一応定められておりますが，まだその処理場の

用地等の問題で公共下水道の整備は進んでいません。あとは合併浄化槽による対

策のエリアとなっておりますので，県の下水部局，また市の環境部局とまた連携

してＰＲできればなというふうに考えて，具体的な取り組みはまた今後検討して

まいりたいと思います。

○委員長

ちょっとそこはあれ，話を終え，○○委員，どうぞ。

○委員

その続きのような感じなんですけども，一級河川の吉野川のように田野川とか立

江川は流れないというか，それで人も接近して住んでいますので，川の環境を創造

していくという中で，治水・利水じゃなしに，それも必要なんですけども，○○先

生のおっしゃったように汚染をなくする，これからさらに雨の量とかいろいろ自然

環境も変わってくるでしょうから，積極的に川の汚染を撲滅とまでは行かないでし

ょうけど，そういう感じの方向に住民と連携して持っていくというような将来計画

をつくるという提案をしたらどうかと思うんですけど。

それと，航空写真のことですけど，あれは都市計画，農耕の何か整理でできた直

線の水路みたいな川なんですね。あれで，ああ，きれいに整然と流れるだろうなと
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思うんですけど，長い目で見たらやはり護岸も傷んでくるでしょうから，木を植え

， ， ，て 木を植えるスペースは今はないんでしょうけど 未来に向かっては木を植えて

殺風景ないうんじゃなしに，そこに鳥も来るし，水辺は魚も来るし。緑の護岸，昔

はあのヤナギの木が平常流れるようなところにはあって，そこに池があってという

田舎の風景がよみがえってくるような，そういう地域にでき上がっていったらいい

んじゃないかなと，あの航空写真を見ながら思ったんです。今のところは土地はな

いんでしょうけど，そういうような教育をしていく，子供たちと一緒に未来に向か

って考えていくようにしたらどうかなと思いました。

以上です。

○委員長

何かあります？

○事務局

今，田野川ですとか県の管理道しかございませんので，沿線の土地所有者，それ

が田んぼをされていますので，その方々の理解が得られるとかそういうふうになっ

ていけば，将来そういうふうにできていけば，そういった河川管理になるのかなと

思うんですけど，今後の課題としたいと。

○委員長

どうぞ。

○委員

今，○○先生の質問の中で気になる言葉があったんですが，住民も多く住んで

いる，これから多くなっていくだろうということで，水質が悪くなっていくんじ

ゃないかという質問がありましたが，下水とかの，川に対してどのような配慮が

されていないとこがこういうふうな状況であったというのを知りたいんです。

○事務局

今のところは公共下水道の整備はされていません。勢合と言いまして田野川の下流で

……。
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○事務局

公共下水ですね。雨水対策というのと汚水対策が今，○○が言おうとしたのは汚

水対策でなくて雨水対策，いわゆる堤内地側の浸水防止という部分では，ちょっと

いろいろ取り決めたりやっているんですけど，抜本的な汚水のほうはまだなんで。

○委員

汚水，この流域？

○事務局

はい，まだです。勢合と言いまして，この田野川のこの山沿いのあたり，このあたり

は公共下水道で整備するという計画はあります。が，まだその汚水処理については着手

できていないという状況。あと家が多いのはこの山沿い，それからこの立江川について

もこちらの山沿いに集落が張りついています。今のところ合併浄化槽等で処理をしてい

ただくといったことになりますので，皆さんに協力いただいて，家庭雑排水を要は処理

して出していだたくいうふうなことをＰＲしていくというような。

○委員

構造は。その青いところのコンタクト以外ですけど。

○事務局

１とか。Ｔ.Ｐ.の１ とか，１ 以下のところが。m m

○委員

青も幾つかの段階に分かれていますよね。それは。

○事務局

この濃い色は１ 以下になる。m

○委員

１ 以下。１ 区切りぐらいということですか。m m
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○事務局

そうです，１ ぐらいです。ちょっと下流のこのあたりに，この石見，こんなm

ところは，このあたりはＴ.Ｐ.の１を切るあたり。地盤高としては１ がないぐm

らいです。

○事務局

これを見ていただきましたら，田野川のあたりというのも，これ，すべて圃場整

備。当時の整備の過程を申しますと，やっぱり一番大きな引き金になったのは国

道 55 が南下した阿南なんです。いわゆる平成５年の国体までに供用を目指すとい

うので，河川改修，田野川とか天王谷川，こちらのちょっと天王谷川と田野川本

川なんかを圃場整備と河川改修と国道。国道自身が流域横断をしますので三位一

。 ， 。体でやったと 圃場整備は当然区画整理とあわせて地盤を上げています 客土を

同じようなことがこっちの中の坪川のほうでも起きていますし，これと上流の立

江川のこの区域には，櫛渕地区でも圃場整備がなされています。真ん中に緑っぽ

うてぱっと真っすぐ直線の櫛渕，これは県道の幹線道路で，これは何線ですか。

○事務局

阿南小松島線。

○委員

こっちの立江川という文字の右上のあたりとか，立江川という文字のあたりがち

ょっと濃い色を示されていて，標高的には低い。立江川のあたりは，その文字のあ

たり，内水はん濫が起こりやすいとこだというのは，そういう土地の状態を表して

いるのかなとは思ったんですけども。右上のとこなんかも内水はん濫が起こりやす

いでしょう。

○事務局

そうです。もともと非常に低いところで，原因は多分いわゆる南海地震のとき

に地盤沈下を起こして，非常に低いところで。それで下流に，さっき説明があり

， ， ，ましたように 田野川と立江川にポンプ場が 排水のかなり大きいポンプですね

20 トンと 15 トンの全部でポンプが設置されていますので，そういうのは高潮対
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策事業でやっている。非常にこの地域は特徴的なとこをあらわされると思うんで

すけども，非常に地盤が低いとこです。ですから，普通の川だったら立江川沿い

みたいに川なりに整備するんですけども，田野川はどうしても川がいわゆる尻無

川というタイプでしたので，ずっと昔の 50 年代でしたので，この直線的な川にせ

ざるを得なかったと。今，こういう川づくりは認めてくれませんけど，これ，ち

ょっと歴史的な背景があって。

○委員

立江川のほんで圃場整備されたあたりとかもですね。

○委員

上流のほうですね。

○委員

そこも出口のとこが少し高まっていて，ボトルネックみたいになっていて水が抜

けにくいかなと思って聞いていたんですけど。そういう低いとことか，要するには

ん濫しやすいところは，生き物側から言うとそういう周辺，めちゃくちゃ多様な生

き物が生息しているという。水辺の絶滅危惧植物とかがうやうや出てくる。その圃

場整備されたところなかでも絶滅危惧種がたくさん出てきたと報告されているん

で，一種のはん濫するということは，生き物側にとっては非常にいい状態で残って

いくということなんです。その川づくりとそういう歴史性とか，そういうつくられ

方ということも含めた歴史性を地域の人たちと分かち合いながら，本質的な川のあ

り方というのを考えていただけたらありがたいなと思っていたりします。

○委員長

そのほか，ございませんでしょうか。

○○委員，どうぞ。

○委員

３点ばかり質問いたします。１つは，どれでいきましょうか。今，説明をしてい

ただいＯＨＰ資料でいきますと，河川の総合的な保全と利用に関する基本方針のこ
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れ，何ページですかね，そのあたりのことですけども，その中身が 「概ね 30 年に，

１回程度の発生規模の降雨に対する ，これですけども，数値自体はずっと以前に」

設定されている値と変わっていませんね。

○事務局

はい。

○委員

だから，ずっと以前にというんですか工事基本での値が，確率年で言えば何年

になるかというのを出したということですか，今回は。

○事務局

検証して。

○委員

検証としては。

○事務局

ほぼ 30 年に１回と。

○委員

30 年というように，そういうことですね。

○事務局

はい。

○委員

次は，今のところの２番目ですけど，第二室戸台風規模の高潮についての被害

を軽減なんですけども，これの数値が載ってないんですね。例えば今の，その前

の数ページの過去の災害についての。あれは昭和 36 年ぐらいですけども，非常に

大事な高潮なんかの基本になるのに，例えば水害区域面積ぐらいはざっと今わか
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っているんじゃないかと思うんですね。それから，家屋浸水，できたら知りたい

ところですね。そういうデータあたり，計画に関係する数値ですから調べておい

て載せて。

○事務局

第二室戸による高潮被害というのを調べました。立江川水系での被害というの

はちょっと分けられていませんで，小松島市内では全壊が５戸ですとか半壊が 28

戸，それから床上が 2,573 戸，床下が１万 1,274 戸というふうに，小松島市全体

の被害というのは出ているんですけども。

○委員

ほんで，この流域はわかるでしょう。だから小松島市とかとの範囲が。浸水面

積は，地域はわかったんと違うんですか。

○事務局

実は……。

○委員

後ろの資料編かどこかにあるんじゃないんですか。

○委員

ないの。ないんです。数値が不明なんです。

○事務局

48 年にですね，紀伊水道沿岸の高潮対策事業の計画概要書というのがうちのほ

うにありまして，そのときに被災地域というのも整理はしているんですけども，着

色しているだけで面積はちょっと出てなかったもんですから。

○委員

大体エレベーションから割り出せますね，大体，比例配分の。
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○事務局

ほぼ低いところ全域がつかっているという状況なんで。

○委員

だからこの地域になるんですかね，大体。

○事務局

いや，神田瀬とか小松島市内からほぼ，かなり。

○委員

じゃ，何か小松島市の全体の面積に対して，これの地域の面積で比例配分でも

いいから，そういう数値があったほうがいいんじゃないですかね。

○事務局

はい。ちょっと書き込むように。何か表現はちょっと考えますので。

○委員

お願いします。

この今の過去の災害についての，水害区域面積ですけども 「ヘクタール」に統一し，

てください。何か数値が平方メーターの単位。

じゃ，３点目ですけども，基本高水に対してのいわゆる説明があったのは河道計画だ

ったんですね。河道ダムやなんかをどうするか。

一般の人がこうしますと，幾らか浸水被害がなくなるんじゃないかという感じで受け

取られては大変だと思うんですね。特に先ほども説明がありました低平地帯で，高潮，

下流側での水位が高いときは何ぼ河道を改修しても流れないと，田んぼにあふれるとい

うことが目に見えているわけで。だから，今の河道計画で，ポンプ場も今の現状で，ど

の程度の，だから難しいんですけども，高潮の潮位が低い場合で計画されているはずで

， 。 ， ， ，すから この河川流量計画は だから そのときの 過去の洪水ではどの程度のあれが

被害が軽減されるのか，その辺の数字，シミュレーションできるはずですから，してお

いていただいたほうがいいと思うんですね。そうでないと，一般の人は，河道改修した

けども一向によくならないというようなことで，高潮の大きいのが来たらむしろ被害が
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以前より広がったとかですね。

例えば今そういうことが起こりますね，立江川の中流でネック部分がありますね，あ

れ，結局拡幅するわけでしょう。だから，むしろ被害が下流側に出ると，被害が増大す

ることが考えられますわね。今はネックで，上流で遊水効果があるわけですから。だか

ら，そういうことをしっかり，やっぱり河道を改修するとこのレベルは余り，どの程度

になるのかということで，またちゃんと数値を入れておいていただきたいと思います。

その辺が……。

○委員長

その点は，２番目の河川整備の基本となる事項のほうで，数値的な件とか，あ

るいは洪水排除計画なんかが，非常にかいつまんだところしかないですけども調

べております。ちょっとその辺の説明を。

○委員

後で，はい，もしあれでしたら。

○委員長

次，それを扱いますので。

そのほか，言ったらこの８ページまでのところで，何かご意見ございませんで

しょうか。

○委員

むしろ，そういう低平湿地で内水はん濫，もし河川改修によるはん濫防止，災害防止

には限界があるということですね。どこまでなら……。

○委員長

○○委員，それ，２番目で，次の河川の整備の基本の，９ページのところ，ま

だここまで行ってないんですよ。８ページまでのところで。

○委員

それじゃちょっと細かい指導で。
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○委員長

○○委員，どうぞ。

○委員

２ページの一番最後の行なんですが。

○委員長

２ページ。

○委員

この基本方針（案）の２ページの最後の行なんですが 「ミナミテナガエビ，，

ミゾレヌマエビが海から遡上を済ませ生息している」という表現だったんですけ

ど，ちょっと余りこういう表現をしないので 「海から遡上している」だけでい，

いと思いますけれども。

○委員長

いいですか。わかりました？ ２ページの一番最後の行ね。

○委員

８ページまでなんですか。

○委員長

一応８ページまでのところでお願いします。

， ， ， 。じゃ ちょっと委員長からなんですけども ６ページのところ ２件あります

６ページの下から３つ目の段落 「このことから」という段落なんですけども，，

これの下から２行目で 「近隣を流れる河川との調整を図り，平地部一体におけ，

る浸水被害の軽減に努める」というのは，これは具体的に言うと，まず近隣を流

れる河川というのは何を指すということなのかということと，その調整をして，

どんな調整をして，その結果，浸水被害の軽減に努めようとする意図なのかちょ

っとよくわからないので。近隣の河川というのはどこの川を言うわけですか。
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○事務局

こういう表現はしませんので，これは削除します。

○委員長

はい，わかりました。

次に，７ページのイの記述の第２段落なんですけども，ちょっとこれ，文章が

不完全なのか，あるいは記述が不完全なのか。よくこれ，こうしましょうという

方針なんですかね，方針の締めくくりが「河川の必要な流量の設定に努める」と

いう。方針というのはアクションの方針であるはずなのに，何々するため，とと

もに流量の設定しましょうというのはちょっと何か変な。前回の宍喰のときもこ

れ，私，これは同じ記述があるんですよね。

○事務局

設定に努めるという表現に。

○委員

今後努力していきますという表現を。

○委員長

流量設定に努めること……。

○委員長

流量設定が方針ですか，ということになっちゃうんだね，この書き方だと。その

点と もう一つ その２行目のところで １行目もおかしいんだけども これ 動， 。 ， ， ，「

植物の生息・生育環境，水質保全等の水環境 。水質保全というのは，水質を現状」

のきれいままに維持したり，あるいはもうちょっときれいにしたりということなん

ですけども，そのような水環境を良好にという，こんな文章になっている。それと

か 「周辺水路網との調整など ，これ，また，この周辺水路網との調整というの， 」

は一体何をすること，あるいは周辺水路網というのは一体どれを指すのか。
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○事務局

これ，農業用水と圃場整備でできたいろいろ水路があるんで，そのあたりの落

水も入ってきたりするんで，ちょっとそういう意味合いで周辺水路網というのは

入れていました。

○委員長

じゃ，圃場整備や何かによって水質が悪化したというようなことの，その辺につ

いては農山村のほうに働きかけて改善を指示，あるいは依頼するという，そういう

話でしょう，これ。

○事務局

まあそう……，悪化したかどうかはちょっとわかりませんけども，そのあたり

， ，の落水も入ってくるので 当然そういう農業用水等々も関連があるということで

水環境をよくするというか，今を維持するというか，そういう状況を確保するの

には，当然農業用水等との調整が要るかな，連携が要るかなということです。

○委員長

調整って何を調整する。流量，それとも水質？ここで言うところ。

○事務局

両方になっております。

○委員長

その辺のところ，わかりやすく第２段落のところはもうちょっと書いていただ

いて，少なくとも締めくくりの言葉が「設定に努める」なんてなるって，どうし

ようとするか，アクションの内容で締めくくるようにしてください。

私からは以上です。

ございませんでしょうか，８ページまで。

それでは，時間もある程度たっておりますので，次に，第２番目の「河川の整

備の基本となるべき事項 。いわゆる計画高水流量だとか，あるいは水位，断面」

， 。等々の 先ほど○○委員のほうからもご指摘ありかけた点に関することですけど
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では，事務局のほうでご説明いただけますか。ページ数は短いですけども，結

構いろいろな問題があるんじゃないかと思いますので，ゆっくりと。

○委員長

○○委員，どうぞ。

○委員

， ， ， 。いや 私の言いたいところは 基本高水については確認で 今の数値は結構です

もういいです。

問題は，一般の人にはこのままでは大変な誤解を与えるから，河道を拡幅してき

れいになったからもうそれ，水害がなくなるやろうと，浸水がなくなるととられて

は大変だから，その辺のところをちゃんと書いておいてくださいということなんで

すけど。

○委員長

そこなんですよね。私も○○委員のお気づきとほとんど同じようなことを気づ

いたわけですけど，意見を持っているんですけども。10 ページのところで表の２

の２というのがあるんですけども，その真上で，高潮対策事業の計画高潮位とい

うのはＴ.Ｐ.の 2.770m。だから，これ，どこからこの数値が来たのかはわかりま

せんが，もしかしたら第二室戸の実績高潮位かもしれません。それが＋ 2.77 Ｔ.

Ｐ.。そういう高潮位があったときには水門は閉まっているんですよね。それで，

下の表を見ると，計画高水位というのが立江でプラス 1.15。これはこんな低い，

水が出ていないわけですから，どんどん水門の上流に水はたまって，ポンプは 20

トンでしたっけ，10 トンでしたっけ。

○事務局

立江は河川でつけているのは 20 トン。

○委員長

20 トン。もう 170 なんかと比べたら全然，150 トン足りないわけですよね。そ

， ，うすると 例えばこれはそんな同時生起性を考えていないかもしれませんけども
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2.77 に内水位が上がるまでは水門は閉まっているんですね，これ。

○事務局

そうです。

○委員長

だから，このプラス 1.15 というのは，これ，朔望平均満潮位か何かでしょう。

これ，だから……。危険側になっているんじゃない？

○事務局

高潮の計画高潮位が 2.77 というのは，高潮計画をしたときの朔望平均満潮位が

Ｔ.Ｐ.の 0.86 に設定して，第二室戸の標準偏差が 1.9mありました。ということ

で，それを足して 2.77 と。

○委員長

2.77 ね。

○事務局

ちょっと簡単に。まずは治水として雨，洪水に対してどう対応するかというのが

１つありました。それと，もう一つは，第二室戸台風見合いのあんなすごい高潮被

害相当。その２つをどう治水を考えているかというたら，まずは通常，これ，海で

す。海というのは前も申しましたように，潮が月とあれの引力で変わってきます。

それの朔望平均満潮位，高いほうが大体 2.8 メートル。通常潮位というか，富士山

が 3,776 とかいうのは，この，こういう周期の真ん中になります。この高いとき，

いわゆる大潮のときの出発水位，これを，ここへ出発水位を入れるわけです。ほん

で，川の中で，まず高潮は置いておいてください，通常の場合の治水値として計画

洪水量をぶっかけたもので川幅と縦断の勾配で水位を上げていきます。例えば立江

川なんかはこれでなぜ 1.15 になったかというたら，この 0.8 でスタートしたもの

， ， 。が 900m上流では 35cm上がって ハイウオーターとして計画洪水位に これが１点

ほんで，ずっと，この計画洪水位に対して余裕高，例えば 60cmとか 80cm立てたも

のが計画堤防高。これが１点。
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それと，今度は異常時。見合いの台風なんかのときは，港湾でもそうですけど，

これ，高潮警報なんですね。高潮堤防で守られています。その高さというのは，再

度被害防止という観点で，今言ったＴ.Ｐ.2.7 とかいう高さカバーでその第二室戸

に対しては守っていこうと。ですから，例えばここに水門が，さっきの航空写真あ

るか，河口部の，先生が持っていただいた。

○委員長

いや，だからわかったけども，○○委員も私も言っているのは……。

○事務局

先生方が……。

○委員

朔望平均満潮時を下流端条件にするのは危険側ではないのかということを言って

いるんですよ。

○事務局

はい。まあもうちょっと説明させてください。

○委員長

だから，こんなことをやると，住民が第二室戸以前の……。ときにはもう完璧に

大丈夫みたいな誤解をしないかと。

○事務局

， 。 ， ，それで ここに水門があります 水門の高さというのは この第二室戸見合いの高さ

ここでこの高潮堤防と見合いのもので守っている，カーテン方式で，という考え方なん

です。

そして，まずどういう状況が起こるかというたら，例えばこっちの河口とこっちの河

口の水位差，こっちが高いような高潮堤防とかになってきたら，この水門が閉じます。

すると洪水が吐けません。これを吐かすのがここのポンプ場の 20 トンと，こっちのポ

ンプ場の 15 トンで吐かせていきます。だから……。
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○委員長

吐かすというのも合計で 30 トン弱しかないんでしょう。入ってくるのは 170 ト

ンなのね。

○事務局

前提条件があるんです。

○委員

どんな前提条件なの，それ。

○事務局

それをするのに，治水でポンプなんかを考えるときに，これ，費用対効果とかいうの

， ， ， ，があるんですけど 通常ポンプ規模というのは 理想は ここが 100 トンあるんだから

これが 100 トンあるんだから 100 トンのポンプを据えればいいんですね，これが完璧で

す。ですけど，膨大な費用が必要になってきます。

そこで，ここでは 20 トンというのを決めておるわけなんですけども，そこら辺の，今

の全国でもそうなんですけど，ポンプの妥当投資額というのは，いろいろここでポンプ

を設置する便益と，こっちの被害が軽減するコストと便益，反対書いていますけど，こ

れなんかがＢバイＣが１以上になるとか，ＢマイナスＣが最大になる数値なんかを読み

込んでいくわけです。ほんでポンプを決めていくんですけど，このときの一般的な雨の

条件というのは，10 分の１程度の雨に対して高潮をカバーするとかいうような形で整理

していく。だから，２つありまして，この平常時の形のものと，それと高潮時の形。

それともう一つ言いたいのは，先ほどちょっと，通常の潮位はこうなんですけど，第

二室戸のときはこの潮位というのが，これがこう上がったんで，ほんで，ここの差が 1.

20mなんです。0.8 ぐらいのもんが 1.9mの最大偏差があったから 2.7 に達した。その時間

たるや，この部分ですからまあ６時間ぐらい。６時間足らずというか，３時間で達しま

した。その分を，そういう潮位が上がってきたときに，その時間をポンプでしのがんと

あかん。これと河道潮流とかで。そして，基本は，上流でも溢水させん。そういう条件

を設定しておるんです。で，この高さのポンプというのは決めております。

○委員
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それで，その今のやり方で全部間に合うんですか。

○事務局

ですから，はっきり言うて，10 分の１以上の雨とか降った場合は。

○委員

言っていることはよくわかりますけど，皆さんが言いたいことは，恐らくは高

潮防護に対するやり方と，雨の部分のやり方の２つがわかるように書いてないか

ら，わかりにくい表現であると言っているんだと思うんですけど。もう一つは，

じゃ，高潮と洪水が両方来たときにはどうするかということは書かれてないです

よねと，ただ，その記載手法の問題やと思いますけど。その説明はわかります。

でも，ＢバイＣとかというのを，それは住民に説明するんであればちゃんと書か

ないと。我々はわかります，これ，考え方は。ということだと私は理解していま

すけど，質問の趣旨は。

○委員

私は，もっと具体的に，例えば最近では 16 年の 23 号ですか，で，河道計画が

完成したことで，どれだけ浸水深が低くなるのか，それを皆さんに知ってもらう

ように。多分ほとんど変わらないんじゃないかと思うんですが，16 年の場合だっ

たら，河道計画を何ぼされても。そういうことをやっぱり知ってもらわないと，

河道計画いっぱいになったらほんまに大変な誤解を生んで，抗議に殺到するんじ

ゃないかと思いますよ。

○委員

僕もさっき言いかかったのは，幾ら頑張ってもリスクはあるので，リスクに備え

るようなハザードマップとか，あるいは住民への，どういうふうに進んでいるのか

という。低平湿地に住んでいるがゆえのリスクの高さということをしっかりと説明

しておいたほうがいいのではないかという，そういう説明をしていく，じゃ，逃げ

なさい。それが河川方式の方針になっていると。
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○委員

計画自体はやむを得ないと思うかどうかで。

○事務局

そういった点，これはその６ページのところで，特に内水被害のポンプの容量な

んかは，河川管理者だけでなしに，市町村ですとか農林部局等でもポンプを設置し

たりすることもありますので，内水被害が懸念される地域については関係機関と連

携を図って，必要に応じ対策を行うということで，ちょっと具体の数字はないです

けども，そういった取り組みをしていきたいと。

また，今，○○委員のほうからも言っていただきましたけども，当然計画を上回

る規模の洪水，高潮等に対して，情報伝達体制の整備，それから，避難計画策定の

取り組みを支援するということで，被害を最小限にするためにそのソフト面の対策

ということで，そういう浸水想定区域ですとかハザードマップ等の作成の支援なん

かも取り組んでいきたいというふうに記載をしております。

○委員長

， ，今おっしゃられたやつの河口部というのは 水門よりも下のことを言うんですか

上も含めての話なんですか。

○事務局

河口……。

○委員長

， 。 ， ，今 ６ページでおっしゃったんですよね 今 ６ページ関連でおっしゃたことは

下から２つ目の段落のところで 「河口部では」から始まっている文章で 「第二， ，

室戸級の高潮の被害を軽減するため，水門及び排水機場などの整備を実施するとと

もに，内水が ，この内水というのは果たして雨の内水なのか高潮の内水なのかは」

知りませんけども 「懸念される地域については関係機関と連携を図る」云々と書，

いてありますけども，それで，ここで呼んでいる「河口部」というのは水門よりも

上手側も含んだ話ですか，それとも水門よりも下手側のこと？
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○事務局

高潮に対しては河口，下流部ですね，水門でとめると。水門と，あそこの場合で

すと海岸，港湾のほうの区域で防御している部分もありますし，河川の入り口とし

ては，その水門のところで高潮を……。

○委員長

だから，ここで書いている「排水機場などを整備する」というのは，現在の水門

よりも下手側の話やね，区間の。

○事務局

いや，一応排水機場は通常ですね。水門で高潮と，水門をつくる役割というの

は，高潮が川の中に入ってこないという形で水門をつくりますので。

○委員

防御ラインがずっとあるということですが。

○事務局

高潮はここでとめると。ほんで，高潮で閉める。川の排水をするというのは，

当然水門の上流側にポンプを据えて海に流すというスタイルです。ここで言う内

水被害が懸念される地域というのは，これは河道でなくて，いわゆる……。

○委員長

そうなんよね。河道外のことは内水でね。

○事務局

河道外のことです。

○委員長

はい。

○事務局
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河道外のこと。ですから，下水で頑張っていただいたり，湛水防除で頑張って

いただいたりする部分になるんです。

○委員長

ということは，河口部というのは水門も含んでいるという。立江寺までを河口

部と呼んでいるわけですか。

○事務局

これ，下流でもええんな，河口というのは。

○委員

自然環境の記述では下流になっているんで，河口部という表現はちょっと。

○事務局

単に位置をあらわす意識をしまして。

○事務局

書いているような感じになってくると。高潮の防御ラインとして。要するに，

海から来るのをここでとめると。高潮をとめるというのを意識して河口部と。

○委員長

， ， ， ， 。これ 記述が 関連項目がごちゃごちゃになっているんだよ ここ ともかく

○事務局

先ほど，一言ちょっと言い忘れたのは，もし水門がなければ，さっきも言ったよ

うに，第二室戸見合いの高潮堤防をずっと上流に向かってつくっていかなくてはな

らない。

○事務局

2.77。だからそういうのはとてもできん状況があるので，水門ですべて。水門

をつくっちゃうと今度は川の水を強制的に吐き出す機械が要る。それがポンプ。
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○委員長

それで，ちょっとまた 10 ぺージのほうに返りますけども，表の 2.2 の計画洪水

位，明石地点でプラス 1.11 というのは，これは何に相当するわけですか。先ほど

の話だと，明石湾の朔望平均高潮位，満潮位か。

○事務局

出発をこの，ここを 0.82 に，朔望平均満潮位 0.8 にして，不等流でずっと，不

等流計算で追い上げて，河道の縦断計画を崩落させて計画高水位を。

○委員長

水位で追っかけてはないわね，勾配でぽんと上げているだけやわな。

○事務局

崩落水位を引いて。

○委員長

だから，等流計算でしょう。不等流？

○事務局

不等流で追い上げて崩落させて。

○委員長

いずれにしても，そこの小松島港の河口のところ，これが立江川のいわゆる行政

上の河口だとおっしゃっている，そこの河口の下流端条件は朔望平均満潮位，小松

島港の。それから，不等流計算で追い上げてきて，明石地点で……。

○事務局

水門のところで 1.15。

○委員長

プラス 1.15。僕はそれは危険な。第二室戸台風までは行かないまでも，その手
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前ぐらいは，50 センチとか１メーターとかいうぐらいの高潮なんていうのはしょ

っちゅう起こっている。だから，やはり 30 年確率ぐらいの高潮潮位というのは，

当然感潮河川の治水計画を立てるときには，その中に盛り込んでおかないといけな

い。

○事務局

ここの場合はそういう計画を立てると，さっきも申しましたように背後地の地

盤が低いんです。だから，堤防を上げると逆に河道内に水が入ってこなくなるん

です，本川水位を上げると。ですから下げざるを得ない。

○委員長

だから，それを考えるのが整備計画なんでしょう。だから，それのベースにな

。 。る条件はちゃんと設定しておかないと それがやれるかやれないかは別としても

最初からだからこの条件設定をするとこんなことをやらんといけないようになる

から，いや，外したんですよというような，そんなんじゃちょっと。

○事務局

いや，外したんではない。ちゃんとそういうのを検討しています。勘案しなが

らなんです。

○事務局

説明できるような資料をつくるようにします。

○委員長

うん。ここはだからプラス 1.15 よりも，やっぱりその辺の 30 年確率の高潮位，

高潮潮位をプラスすべきです。こんなのはあれですよ，吉野川なんかの水利計画は

全部そうなっているんだから。

○委員

それをここの基本方針でやると，県の予算内では絶対できへんから，方針内には

書けないということですよ。
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○委員長

でも，だから，そうしないといけないですよということは基本方針の中では，

僕は，つまり外的条件をここで評価しているわけやから，それは書かないと，こ

れ。

○委員

基本方針を立てる上での幾つかのシナリオをつくったほうがいいという案だと

思うんですけど。

○委員長

いやいや，何が起こるのかということをもっと正確に。こういう高水位が起こ

りますよという。

○事務局

ちょっとまた，今はちょっと手元にないんですけど，今おっしゃられる話という

のは，川って海に注ぐやろうと，ほんなら出発水位の設定をどうするんやと聞かれ

とるんです。その出発水位の設定案は３種類ぐらいあるんです。そこら辺はまた説

明せなあかん。

○委員長

だから，その３種類のうち，僕は２種類しかないと思うんだけども。

○事務局

ですから吉野川は，大河川にやる場合と，おのずと川の小さいときとで。またこ

んなことを言うたら本来の基準ばかりやと言われるかもわからへんけれど，河川砂

防技術基準というのがありまして，その中の計画編でそういうパターンがあります

ので，ちょっと今すぐはないんですけども。要は，先ほど言うた朔望平均満潮位…

…。

○委員長

いや，それはわかってんねん，わかっている。それは，その辺のとこは僕もわ
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かっているから。じゃ，結局はあれだわね，そういう幾つかの下流端条件の設定

の仕方というのは河川の重要度から多分選ぶという，僕は見たことないから知ら

ないけど。でも，この計画ではその部分はオミットしたと，そういう筋書きなん

だな。

○事務局

県レベルの川では，朔望平均満潮位を出発水位とするというのをどこでもやっ

ている，中小河川の場合は。例えば，非常に低平地やったらどないするかといっ

たら，中途潮位，Ｔ.Ｐ.ゼロでやらなんだらあかん場合もある。これらは避けた

い，まず。

○委員

どこでもやっているのは，それは右に倣えはそれはええんやけど，要するに，

ここに住んでいる人にそうやって説明できるかという話ですよ。どこでもやって

いるから，あんたらはそれに従えと。

○事務局

いや，そういう意味ではなくて，県レベルの。

○委員

もう反論はええんやから，どう検討するかをこれからしっかり検討していただい

たらいいんですけど，幾つかのシナリオがあって，どうやって選ばれたのかという

とこがしっかりと述べられて，その説明責任が果たせるような書き方になっていれ

ばいいと思うんですよ。今，我々にそう何か目くじらを立てて反論することじゃな

くて，この場では。

○委員

あと櫛渕地区は圃場整備されて地盤高を上げられていますよね。それで，貯留

能力が低下していると思うんですけれども，その部分は見込んでいるんでしょう

か。
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○事務局

はい。その検証に際して，一応その条件，圃場整備後というので流出計算する場

合はしてやっています。

○委員

いずれにしても，どれぐらいリスクが残るのかということのほうが，むしろそっ

ちを明らかにするほうが重要ではないんですか。

○委員

住民の方からすれば，これこれの整備をやればこれだけ水害が減りますよという

のが知りたいのが普通だと思うんですね。

○事務局

ここの場合，高潮についてはその水門で，閉めてカバーするということでして

いますので，ハイウォーターを考える場合は高潮を考慮せずに，河道計画として

入れているということです。説明としてはそういうことになります。

○委員長

これ，資料６の 12 ページに横断計画というのがあって 「標準断面は等流式に，

より設定した」と書いているけど，これは等流式でやった，バックウォーターと

かいうようなことではない，不定，不等流計算ではない？

○事務局

標準断面はこれで決めていますけども，現状の河道状況，直に真っすぐにおろ

したんじゃなしに現況，緩傾斜で。

○委員長

いや，だから，等流計算でやったということやね。

○事務局

いえ。ただ，ハイウォーターを決める場合は不等流計算でしています。
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○委員長

じゃ，これ，ちゃんと不等流計算でやったとなぜ書かない。標準断面は等流計算

でやったと式を書いて，水面勾配は河床勾配 5,000 分の１にして。これは等流計算

をしたとしか解釈できないですよ，これ。

○事務局

済みません，こっちに書いているのはそうなんですけど，設定としてはそういう

ふうにやっています。

○委員

文章を見せて，あれを，文章を直す。

○委員長

じゃ，文章をそういうふうに直してください。

○事務局

本当な，立江とちょっと状況が違う。

○委員長

いや，これ，立江です。

○事務局

断面上はそういうような。ただ……。

○事務局

立江は等流で検証をしておるんねな。じゃけん，本来不等流で。

○事務局

両方不等流で検証しています。

○事務局
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というのは，立江川は川が結構昔から広かったもんで，その広いところとかよ

どみの部分も合わせたやつですから，等流でぱっと一時的にやるんじゃなくて不

等流で。

○事務局

またそれは追加します。

○委員長

本来ならばそういうモデル計算を検証したデータも必要なんだけど，そこまでは

言いません。

○事務局

済みません。別途しているのがあって，出ていないんで，またつけさせていた

だきます。

○委員長

はい，どうぞ。

○委員

済みません。ちょっと先ほど言えなかったんですけれども，資料５の６ページの

ところの，非常に細かいんですが，表現についてちょっとひっかかりましたので。

６ページの「 ２）河川の総合的な保全の利用に関する基本方針」の第２段落のと（

，「 」 ，ころですが 立江川は四国の表玄関の徳島 小松島湾に面し ということですが

この四国の表玄関という表現に少し違和感があったのと，それより下 「ア 洪水，

高潮等による災害の発生の防止または軽減に関する事項」の第１段落の中で 「圃，

場整備や四国横断自動車道の整備に着手されるなど，周辺環境の変化が大きく，人

や資産の集積が予想されており，本水系の社会的・経済的な重要度は高い」と書か

れているんですが，確かにこういった自動車道の整備などがありますが，人や資産

の集積が予想されるかというところまで入れるかどうかということで，文脈的にこ

ういった重要なところなので 「整備が必要」と書きたいのはわかるんですが，少，

し書き過ぎではないかなというふうに。後ろに人口が減少していくグラフもついて
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おりますので，そのあたりを思いました。

， 「 （ ）」 ，それから 本日お配りいただいたこちらの資料の 河川整備基本方針 案 の

これは何ぺージ，ページがないですね，真ん中のほうで 「立江川の河川整備の目，

標は」というところがあるんですが，歴史・文化財等とか社会環境の裏の面なんで

すけれども 「自然と歴史にふれ，地域住民に憩いとやすらぎを与えるふるさとの，

」 ， ，川 とあるんですが 平成３年にふるさとの川整備事業に指定されたということで

， ， ，これを 大体同じものを使えるということなんですが もともとの目標というのは

浸水などの被害が多いので，それを，人々の命や資産を守るということ，それが当

たり前というのであれば，もう一つ，この流域の特徴である圃場整備，このあたり

のことは触れなくていいのかという。ちょっとふるさとの川という一面だけに偏っ

ているのではないかというふうに思いました。

これは，圃場整備のためには，もう整備はし尽くしているんですか。

○事務局

基本的には，圃場整備のあたりは終わっていると。

○委員

そうですか。

あと，もう一つだけ言わせていただきますが，基本方針の治水計画編と流域概

要編があるんですが，両方の中に「治水事業の沿革」という項目がありまして，

ほとんど同じような文章が１ページにわたってそれぞれにありますので，読んで

いて気づいたところなんですが，重複するところは例えば「治水編にある」とい

うふうな表現をしたりするなど，資料をもう少し少なくするような工夫も，特に

流域概要編の中では，中だけでも重複する文言が少しあると思いますので，次回

に取り組まれる場合には，そういった重複をなるべく避けて簡単に走るようにす

るということもお考えになったらいかがかなというふうに思いました。

以上です。

○委員長

ありがとうございました。

， ，大体予定の時間がそろそろまいろうというような状況なんですが どなたでも
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あとお一人かお二人か，どこの場所でも結構ですのでご意見をお願いします。

ございませんでしょうか。はい，どうぞ。

○委員

先ほどの立江川の河川整備の目標のところなんですけれども，先ほどから言っ

ているように，どんな関係のことを入れるのか，または地域住民のほうに重点を

置くのかという非常に大事なところではないかなというふうに思いますので，こ

のあたりをもう少し。本当は，本来はどちらを大事にするのかというところが非

常に抜けている，今のちょっとお話の中でも非常にちょっと外されていたところ

かなと思いますので，ここをやはりもう少しきっちりとお詰めになった形での何

か資料のつくり方というのが必要ではないかなというふうに思います。

○委員長

もうちょっと具体的に，どのあたりのところ。

○委員

ですから，今のいろんな部分で 「自然と歴史にふれ，地域住民に憩いとやすら，

ぎを与えるふるさとの川」とするのであれば，そのあたりの内容を深める文言がも

う少し入ってもいいのではないかなと。もしそうではなくて，少し災害の方にシフ

トするようなものであれば，そちらのほうのことを重点的に目標に上げていくとい

うふうなものにするか，もう少し深めるか。今，混在していて何か焦点がちょっと

ぼやけているんじゃないかなというのをちょっと感じたんですけれど。

○委員

ありがとうございました。

○○委員，何かないですか。

○委員

たくさん言われましたんで。

○委員長
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何か言ったっけ？

○委員

いや，皆さんが大体。私も，はい，よろしいです。

○委員長

よろしいですか。

それじゃ，またあとございましたら，事務局のほうに直接おっしゃっていただ

くなりしていただきたいと思います。

ということで，第１回目の整備基本方針，立江川の方針（案）についての議論

は以上にさせていただきまして，その他なんですけども，その他ということで事

務局から何か説明ありましたらお願いします。

○事務局

次回なんですけども，立江川ちょっと修正して，基本方針の修正（案）としてご

意見を伺いたいと思います。それと，あと宍喰川について，河川整備計画について

また議論していただけるよう準備をしてまいりますので。

○委員長

整備計画。

○事務局

宍喰川については。次のステップに進めたいと思いますので。ちょっと開催時期

は年度末になるかもわかりませんけども，また日程調整等，連絡させていただきま

すので，よろしくお願いいたします。

○委員長

それじゃ，これで終わります。

○司会

長時間ご討議，ありがとうございました。各委員からいだいたご意見につきまし
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ては，整理いたしまして今後に事務を進めてまいりたいと思います。

これをもちまして，第 18 回とくしま川づくり委員会を閉会いたします。どうも

ありがとうございました

以上，審議終了


